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事業事前評価表 

1.  案件名 

シーギリヤにおける地域主導型観光振興プロジェクト 

Project for Development of Culture-oriented Tourism in Sigiriya 

2.  協力概要 

(1)  プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

スリランカにおける外貨獲得は 10 ヵ年計画にも明記されている重点分野であり、観

光セクターは外貨獲得に関する潜在的成長力が最も期待されている分野である。シー

ギリヤはスリランカが誇る世界遺産の一つであり、スリランカに訪れる外国人観光客

が訪問する地域で、シーギリヤ観光の目玉はシーギリヤロックであるが、それ以外に

外国人観光客をひきつける観光地、商業施設等が整備されていないため、多くの外国

人観光客はシーギリヤにおける滞在時間が非常に短い。こうした状況では、外国人観

光客からの外貨収入が期待できず、地域の活性化につながっておらず、魅力的な集客

地点として期待される日本国の資金援助にて建設整備される新博物館を中心とした観

光振興策が急務である。 

本プロジェクトは、新博物館をアカデミックとビジネスの両面から成功させること

で当地を訪れる観光客にとって魅力ある集客施設とする支援を行うことを目標とす

る。 

その実現に向けて、博物館運営の計画策定、人材育成の支援、観光振興に関するパ

イロットプロジェクトの実施と、振興計画の策定支援を行う。 

(2)  協力期間 

2008 年 6 月～2010 年 11 月（2.5 年間） 

(3)  協力総額（日本側） 

約 2.85 億円 

(4)  協力相手先機関 

1）監督機関： 

文化省（MCA：Ministry of Cultural Affairs） 

観光省（MOT：Ministry of Tourism） 

2）実施機関： 

中央文化基金（CCF：Central Cultural Fund） 

スリランカ観光開発機構（SLTPB：Sri Lanka Tourism Promotion Bureau） 

(5)  裨益対象者及び規模、等 

1）直接的裨益者 

 新博物館関連職員および観光振興関連職員等（文化省(4 人)、観光省(4 人)、
CCF(40 人)、SLTPB(10 人)） 

2）間接的裨益者 

 （シーギリヤを含む）ダンブッラ地区の地元住民（約 65,000 人） 

 ダンブッラ地区の観光に携わる公共機関（郡事務所等 200 人）および民間セ

クター（ホテル、レストラン、ゲストハウス、ガイド等約 2,000 人） 

 ダンブッラ地区を訪れる国内外観光客（約 60 万人/１年） 
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3.  協力の必要性・位置付け 

(1)  現状および問題点 

【観光セクターの概観】 

外貨獲得はス国の重点分野であり、そのためには観光セクターの発展が欠かせない

が、外貨獲得のためには外国人観光客数を増加させる必要がある。しかしながら、ス

リランカの観光セクターは数多くの世界遺産等を有するものの、①戦略的な観光振興

施策の欠如、②インフラの未整備、③人材の不足等により、その潜在的能力が十分に

発揮されておらず、インド、タイ等他国に比し極端に外国人観光客が少ない（年間 55
万人）。 

また歴史観光のための全体的な観光地マネージメントが欠如しており、遺跡保全お

よび景観保全への取り組みが不十分である。観光振興に関する開発を行いながら、遺

跡や景観を保全することは、観光拠点としての価値を保ち持続的に発展していくため

には必須である。同時に、観光振興をつかさどる組織が複数に跨っており、組織間の

調整を行う必要がある。また専従職員およびマネージメント／マーケティング等高次

な人材の能力開発が不十分であり、こうした人材を育成することで博物館活動と観光

振興活動を一元的にマネージすることにつながる。 

こうした状況の下、日本政府はスリランカ政府の観光振興に対する取り組みを支援

することとし、以下のとおり、円借款および無償資金協力等資金協力の実施を決定し

ている。 

これら資金協力は博物館建設やアクセス道路の整備などインフラといったハード面

を中心とした協力であるが、この協力効果を高めるため、プログラムアプローチの見

地から、技術協力プロジェクトの案件形成を行った。シーギリヤの博物館をシーギリ

ヤ遺跡観光の新たな集客施設とするためには組織・人材面の強化が必須であり、博物

館を運営するための人員や観光開発を行うための組織の能力開発を行い、博物館の円

滑な立ち上げと、観光振興の推進体制を整備するための技術協力実施の必要性が提案

された。 

【観光セクターに対する日本の支援】 

① シーギリヤ新博物館建設 ＜2KR 見返資金＞ 

1）遺跡展示博物館 
2）観光情報センター 

② シーギリヤ遺跡博物館展示施設整備 ＜文化無償＞ 

1）施設計画 
2）展示計画  

③ 観光セクター開発事業（TRIP） ＜円借款＞ 

1）インフラ整備 
2）コミュニティ支援活動 
3）マーケット開発、観光プロモーション 
4）ホテルスクール整備および人材育成 

 

(2)  相手国政府国家政策上の位置付け 

2006 年に策定した 10 ヵ年の国家開発計画において、観光セクターを重点開発セクタ

ーとして位置づけ、2016 年までに外国人の観光客数を現在の 55 万人から 200 万人に増
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加させる目標を掲げている。 

 

(3)  我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける

位置付け） 

国別援助計画においては、「外貨獲得能力向上に対する支援」を重点課題にあげてお

り、「外貨獲得能力を高める最善の策は、『輸出・観光・環境立国』としての地位を確

立すること」としていることから我が国援助方針と合致している。 

また、国別事業実施計画の個別プログラムにおいては、援助重点分野「外貨獲得能

力向上（経済開発）」における「観光プログラム」に位置づけられており、円借款、文

化無償資金協力、青年海外協力隊／シニア海外ボランティア派遣等の投入が計画され

ている。このプログラムは総合的な観光政策・施策の立案と実施、および博物館活動

を主軸とした観光情報提供を達成目標としている。 

 

4.  協力の枠組み 

(1)  協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

1）プロジェクト目標 

シーギリヤにおける博物館活動と観光活動が連関性を持って強化される 

2）指標・目標値1 

 ダンブッラ地区への観光客数が現状 XX 人から XX 人に増加する 

 博物館へ年間 XX 人の観光客が訪れる 

 ダンブッラ地区を訪れる観光客の満足度2が高まる 

 ダンブッラ地区の観光業界が活性化3する 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

1）上位目標 

スリランカ文化三角地帯4の観光地としての地位が向上5する 

2）指標・目標値 

 スリランカ文化三角地帯への観光客数が現状 XX 人から XX 人に増加する 

 スリランカ文化三角地帯を訪れる観光客の満足度が高まる 

 スリランカ文化三角地帯の観光業界が活性化する 

 

(2)  成果（アウトプット）と活動 

① アウトプット、指標・目標値、活動 

1）アウトプット 

新博物館の機能（博物館運営計画策定、館員運営能力向上、館内設備・展示物の準

                                                  
1 指標における人数についてはプロジェクト開始後に実施予定のベースライン調査にて検討し、第一回合同調整会議に

て承認の予定 
2 満足度については国内外の旅行案内所・旅行代理店に対する聞き取り調査を行い、ベースライン調査時と中間、終了

時評価時の満足度の改善状況を測定する。 
3 活性化についてはダンブッラ地区での地元住民、観光に関わる公共および民間セクターへの聞き取り調査を行う。 
4 シーギリヤを含むスリランカ中央部に位置する文化遺産が集中している地域。アヌダラプラ、ポロンナルワ、キャン

ディの３世界文化遺産を結ぶ三角地帯を指す。 
5 外国人観光客に対し、スリランカの文化三角地帯の魅力が他の有名観光地と比較しどの程度であるかを、上記聞き取

り調査にて確認する。 
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備等）が確立される 

2）指標・目標値 

 2009 年 3 月末に新博物館が開館する 

 博物館関連職員（学芸員含む）により博物館の運営管理が円滑に行われる（定

休日等を除き開館） 

 

3）活動 

 新博物館機能（博物館運営計画策定、館員運営能力向上、館内設備・展示物

の準備等）の整備 

 博物館関連職員等（館長、展示専門家、維持･管理専門家、教育･情報担当者、

広報担当者、マーケティング担当者、学芸員･博物館案内係、サイトマネージ

ャー）の人材育成 

 AV プログラム（シーギリヤ遺跡に関する 3 次元映像）の作成 

 

② アウトプット、指標・目標値、活動 

1）アウトプット 

博物館内に設置されるインフォメーションセンターにて観光客にシーギリヤを含

むダンブッラ地区の観光情報が提供される 

2）指標・目標値 

 ウェブサイトへ年間 XX 人がアクセスする 

 観光パンフレット等の情報素材がインフォメーションセンター内外で観光客

宛に展示および配布される 

 インフォメーションセンターへ年間 XX 人の観光客が訪れる 

3）活動 

 インフォメーションセンター機能の整備 

 データおよび素材の準備 

 ウェブサイトの立ち上げ 

 情報素材の作成6 

 新博物館内のインフォメーションセンターの維持管理 

 

③ アウトプット、指標・目標値、活動 

1）アウトプット 

シーギリヤを含むダンブッラ地区の観光振興・マーケティング計画が完成し、当地

域の観光振興策実施のための計画として関係機関等において認識される 

2）指標・目標値 

 シーギリヤを含むダンブッラ地区の観光振興・マーケティング計画観光振

興・マーケティング計画が作成される  

3）活動 

 シーギリヤを含むダンブッラ地区の観光振興、マーケティング情報および関

係者からのニーズの収集および分析 

 ワークショップ等を開催するなど地元住民等の参加型による観光振興・マー

ケティング計画案の作成 

                                                                                                                                                  
6 ｢素材｣とはパンフレット、小冊子、展示・写真パネル、CD 等が想定される。 
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 パイロットプロジェクト(土産物製造、土産物販売、休憩所、レストラン、ガ

イド育成等)の実施 

 観光振興・マーケティング計画案へのパイロットプロジェクト結果のフィー

ドバック 

 

(3)  投入（インプット） 

① 日本側（約 2.85 億円） 

1）専門家派遣 

2）カウンターパート研修（博物館運営、展示物保全、観光振興、マーケティング等）

3）機材（視聴覚プログラム関連資機材、コンピュータ、プリンタ等） 

② スリランカ側 

1）カウンターパート 

2）プロジェクト事務所 

3）ローカルコスト（博物館の運営、維持管理、広報にかかる予算等） 

 

(4)  外部要因（満たされるべき外部要因） 

1）前提条件 

 シーギリヤ遺跡博物館建設が予定通りに完工（2008 年 3 月）する 

 博物館の運営に必要な財源が確保される 

 博物館職員および運営母体メンバーの任命に大幅な遅れが生じない 

2）成果達成のための外部条件 

 シーギリヤ遺跡博物館展示機材整備が予定通り完了(2009 年 3 月)する 

3）プロジェクト目標達成のための外部条件  

 スリランカ国内の治安情勢が悪化しない 

4）上位目標達成のための外部条件  

 スリランカ政府の観光政策および博物館政策がシーギリヤに現在と変わらぬ

重きを置き続ける 

 

5.  評価 5 項目による評価結果 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

(1)  妥当性 

この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

【日本国の援助政策、国別事業実施計画との整合性】 

本分野への協力は JICAの国別事業実施計画に示される重点分野「外貨獲得能力支援」

のうち「観光プログラム」と合致する。また本案件は、同プログラムにおける 2KR 見

返資金（博物館建設）、円借款（インフラ整備等）、文化無償資金協力（展示整備計画）

等の一連の日本の協力の集大成と位置づけられ、支援の継続性、一貫性という意味で

適当と言える。 

【スリランカ国における上位計画との整合性】 

2006 年に策定されたスリランカ国「10 カ年国家開発計画」の中で観光セクターは重

点開発セクターとして位置づけられており、よって本案件は国家開発計画に沿ったも
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のであると言える。 

【ニーズに沿った計画策定】 

世界遺産のひとつであるシーギリヤにおける主要産業は観光であり、観光振興は住

民の生活向上と密接な関係をもち当該地域において外国人観光客を増加させるための

プロジェクトが必要とされており、これに対するニーズは高い。カウンターパートの

みならず、地元住民、観光に関わる公共および民間セクターをワークショップを開催

し計画策定プロセスへの参加を促し、裨益者のニーズに沿った観光振興・マーケティ

ング計画の作成を行う。 

【日本の技術の優位性】 

日本における博物館展示技術は世界においても一級であり、同時に近年、萩博物館、

金沢 21 世紀美術館に代表される博物館等での活動主導型運営管理手法（来客に「見て」

「触れて」「体験できる」環境を提供する手法）は大きな成功を収めている。 

 

(2)  有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込まれる。 

【計画の論理性】 

シーギリヤ博物館を整備し来館者を増やすことと、シーギリヤ地域の観光活動を活
性化することは表裏一体であるため、博物館運営支援と当該地域における観光振興は
プロジェクトの両輪となるべきである。このため、本プロジェクトにおけるプロジェ
クト目標は「シーギリヤにおける博物館活動と観光活動が連関性を持って強化される」
とした。 
まずは、今後のシーギリヤ観光の目玉の一つとなる博物館を外国人観光客が満足す

る高いレベルで運営することが必要となる。このために本プロジェクト内では博物館
の職員の人材育成を中心に行い、博物館運営に関する計画を具体的に作成することと
している。 
次に、博物館およびシーギリヤ地区への来訪客を増加するため、博物館及びシーギ

リヤ地域の観光情報を国内外の観光客に提供し、インフォメーションセンターを立ち
上げる。 
更には観光振興策を検討実施していくにあたり、博物館のリソース（人材、展示物、

施設、イベント等）を最大限に活用することはもちろんのこと、博物館の運営に関し
て地元の住民とともに様々なアクションプランを計画し実施していくことを本プロジ
ェクトの成果としている。 
 
これらの成果を一つ一つ達成していくことで、博物館が高いレベルで運営され、こ

の博物館が新しい集客ポイントとして国内外の観光市場で名を馳せることになる。こ
の結果として増加する観光客に対し、観光情報を容易にかつ必要十分に提供すること
で、観光客の満足度が上昇するとともに、様々な観光振興策によって観光客の消費活
動も促進される。 
 
博物館活動と観光活動の両方がプロジェクトの両輪として実施されることにより、

相乗的に活性化（観光客が増えれば来館者は増える。また、博物館が魅力あるものと
なれば観光客が増える。）すると想定される。 

 

【活動のタイミング】 

本目標はス国政府の観光政策にも合致し、ス国側体制も 2007 年の観光法の改正によ

り整うといタイミングを得ているものであり、多くの関係機関の協力を得ることが可

能で、目標達成の見込みは十分であると考えられる。また、成果についても上記目標
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を達成するために必要な成果はプロジェクトデザインに含まれている。 

 

【目標設定のレベル】 

本件では新博物館の開館を予定している 2009 年 3 月末までに博物館運営管理に係る

投入を集中的に行う。同時に博物館を拠点としたシーギリヤを含むダンブッラ地区に

おける観光振興・マーケティング計画案を作成、観光振興策のパイロットプロジェク

ト実施を予定している。当初スリランカ側からの要請は 2 年であったが、博物館活動

に併せて地域の観光活動の更なる活発化を目指すため、要請から半年間延長した 2.5 年

間でプロジェクト目標の達成が可能であると判断する。 

 

(3)  効率性 

この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。 

【総合的な新博物館の機能整備】 

新博物館の機能整備という成果に対し、『館内設備・展示物の準備等』といった技術

面の支援と、『新博物館運営計画策定、および館員運営能力の向上』といったマネージ

メント面の双方からの技術支援を行うことが必須である。本案件で提案される活動は

その双方の要素に働きかけるものであり、総合的な機能整備の達成をより確実なもの

としている。 

【インフォメーションセンターにおける情報提供】 

パンフレット等の媒体のみならずウェブサイトといったメディアを通じることによ

って、より多くの観光客に効率的かつタイムリーに観光情報を提供することが可能で

ある。 

【観光振興・マーケティング計画の策定】 

観光客や観光振興をつかさどる機関のみならず地元住民のニーズの収集・分析を踏

まえるため地元の行政機関および住民による参加型のマーケティング計画立案を行

う。また、策定されたマーケティング計画を検証するためのパイロットプロジェクト

の実施を通じた計画の実現可能性や効果を検証することによって、より具体的で効果

的な観光振興・マーケティング計画の改訂が可能である。 

【他のプロジェクトとの相互効果】 

本プロジェクトはプロジェクト形成調査、文化無償案件の基本設計調査、円借款の

SAPROF 調査等の結果に基づき実施されている観光プログラムにおける技術協力であ

り、ODA 全体としての効率性を高めるものである。 

【カウンターパートおよび協力機関】 

要請元である CCF のみならず、特に観光振興に係る活動においては SLTDA をカウ

ンターパートとし、官民・中央地方が一体となった総合的な協力体制を予定している。

また、合同調整委員会、ワーキンググループといった体制を通じ、カウンターパート

に加え地方自治体・民間セクター等の協力を得ることが可能であり、適切かつ効率的

なリソースの活用が期待できる。 

 

(4)  インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測できる。 
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【上位目標の達成見込み】 

文化三角地帯の中心部に位置するシーギリヤの博物館が整備され、観光振興活動が

高まるが、その後、シーギリヤにおける成果を同様に文化的な側面に重きを置いた文

化三角地帯へ展開されることが期待される。また、シーギリヤを訪れる観光客の文化

三角地帯他拠点への訪問も当然期待できることから、上位目標となっている文化三角

地帯での観光の活性化が見込まれる。同時に上位目標を達成するには、本案件のカウ

ンターパートである CCF および SLTDA の本案件の成果の積極的な他地域への普及、

および JBIC が支援する TRIP 等のプログラムの継続が欠かせない。 

【社会・経済的インパクト】 

博物館が観光の目玉・目的地となることにより、観光客の誘致が促進されることが

期待される。それに伴い、博物館以外にも休憩場所や土産物店、レストランなどの観

光集客地点を設置し、外国人観光客の購買・消費を促すことによって、地元住民の雇

用を確保し、観光業界の発展と住民の収入増加が期待される。 

同時に観光客の増加に伴う周辺環境に対するネガティブインパクト、例えばゴミの

増加・不法投棄などが懸念される。観光客および地元住民等に対する美化運動等を平

行して取り入れることが重要である。 

 

(5)  自立発展性 

以下の通り、本案件による効果は、相手国政府により、また地元住民の参加によりプロ

ジェクト終了後も継続されるものと見込まれる。 

【組織面】 

本案件の活動には博物館の運営管理計画の作成、組織体制の構築を想定している。

同時にカウンターパートの人材育成も活動の一環として組み込まれており、よって本

案件実施後の CCF による持続的な博物館の運営管理は充分に可能である。 

また観光振興・マーケティング計画は地元住民等とともに SLTDA が立案し、また地

元住民を中心としたパイロットプロジェクトの実施を想定していることから、本件実

施後も SLTDA が音頭をとって、継続的に住民を中心とした観光活動が行われることが

見込まれる。 

【財務面】 

財務は博物館運営の最も重要な要素のひとつであり、博物館開館前のスリランカ側

負担施設整備には中央政府から運営管理に必要な予算が配賦されることが必須であ

り、文化省および CCF は財務計画省に対し、様々な予算科目を検討の上、提案を行っ

ている。また、本プロジェクトにおいて支援する運営計画策定の際にも予算配賦につ

いては十分に検討を行うこととしている。 

また、博物館開館後の運営経費について、CCF は管轄する他の博物館と同様に年間

収入計画の中で観光収入から捻出することを見込んだ計画策定を想定している。その

中で、博物館の収益が運営母体を通じて博物館に還元される仕組みをスリランカ政府

の意向を踏まえて検討していくことが、本案件終了後も博物館が財務的に持続してい

くためには欠かせない。 

 

【技術面】 

本案件では専門家派遣による現場での技術移転をはじめ、集団研修等を含めた本邦

研修、また人材育成専門家の配置を通じたスリランカ国内での人材育成、および第三
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国での人材育成を想定している。これらの活動により案件実施後、スリランカ側が独

自に活動を継続できるだけの技術を移転することが可能である。 

 

6.  貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 地元住民等を巻き込んだ観光振興・マーケティング計画を作成することによって、

例えば地元住民の優先的な雇用の促進など、地元住民の収入向上に配慮した計画立

案を心がける。その際には、地域における貧困層、ジェンダーをも考慮する。 

 観光客増加によるゴミの増加・不法投棄、周辺の自然環境への負の影響は懸念事項

である。観光地の美化運動など、観光振興・マーケティング計画立案の際に環境に

配慮した活動を盛り込むことは必須である。 

 

7.  過去の類似案件からの教訓の活用 

類似案件の有無：有（ヨルダン国博物館活動を通じた観光振興プロジェクト） 

博物館を観光振興の中心拠点として捉え、ヨルダン国の観光振興に資するという、

本案件に非常に近い内容のプロジェクトである。下記の通り適切な専門家の配置、博

物館設立作業と観光振興策に係るコンポーネントの相乗効果を狙った活動の実施等、

当類似案件での課題と成功事例は本案件においても教訓とすべきである。 

 資金協力による博物館等ハード整備が予定されている技術協力プロジェクトの投入

スケジュール 

 博物館職員と運営母体任命スタッフの見通し確認 

 ベースライン調査の実施 

 

8.  今後の評価計画 

協力期間開始後早期に、専門家とカウンターパートが協力して詳細ニーズ確認の調査を

行い、その結果に基づいて活動ごとの目標とデータの収集方法を再精査し確定していく。

これらがプロジェクト実施期間中のモニタリングの指標となる。なお、設定した目標の達

成度合いやその確認方法に関しては、中間評価の時点でレビューを行う。  

 中間評価 2009 年度第 1 四半期（2009 年 5 月頃）  

 終了時評価 2010 年度第 1 四半期（2010 年 5 月頃）  

 

 


